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異文化理解に必要な言語能力とは何か 

Peter Ackermann 

 

問題提起 

本発表で、私が生活・就業しているドイツ文化圏から、異文化間接触における目下の問題

点について考えたいと思う。その一つは、共通語でない言語の特殊性はどこにあるか、も

う一つは、言語と関係なく、言語能力とは何か、また一つは、言語能力を向上させるため

に、あるいは言語能力がすでに高度のレベルに達した場合、どこに焦点を合わせればいい

か、という三点である。 

 

国際的な共通語として英語の使用は一般的になっているといえる。従って、外国語習得に

は一番効率的に時間・費用・エネルギーを投資するのだったら英語に限定すれば利益が最

も高い。では、ドイツ語、日本語、あるいはポーランド語、トルコがなど、国際的な共通

語でない言語をどう位置づければいいか。 

 

言語の位置づけは、その言語がどのように役に立つかということに深くかかわっている。

そのため、「言語を知っている」よりも、「言語ができる」、つまり「言語能力」に焦点を合

わせる必要がある。その点に関して、ヨーロッパで行われている目下の代表的な議論のな

かで、「知識」と「能力」、「知っている」ことと「できる」ことの区別を再認識する時

期が来ている、ということが指摘されている。また、「能力」には「知識」が含まれてい

ることは言うまでもないが、信頼関係は「知識」より「能力」によってできるものである

ことを考え合わせれば、能力について考慮することは一層大切だといえる。 

 

言語能力とは何か 

 

「能力」という概念が含意しているものは人によって異なっているが、異文化間コミュニ

ケーション理論において、包括的に「知識」「行動」「技能」「態度」を指していること

が多い（Introd. Schulz）．また、「知識」「行動やコミュニケーション戦略」「態度」「経

験」と定義する学者もいる（Kramer p50）。ヨーロッパで言語能力の研究でよく知られて

いる Michael Byram (p338)は「能力」を間接的に把握しており、5段階を通して身につけ

るべきものだと述べている。つまり、１）好奇心と自己覚知、２）ものの機能と含意を認

識する能力、３）特定の社会の価値観や信念、通念とそれにまつわる議論、討論に関する

知識、４）文化人類学者・民族学者のように、未知の環境を吟味する能力、５）受容した

ことを評価し判断する能力、といった５つの力量を訓練するプロセスを「言語能力獲得」

と理解している。 
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Michael Byramは欧州評議会言語政策部門の白書に対して提案を著した研究グループの一

人として Autobiography of Intercultural Encounters のタイトルで異文化間理解への一つ

の道を描いている。Autobiography of Intercultural Encounters は、直訳すれば「異文化

間の出会いの自叙伝」となり、意訳すれば、「異文化間の出会いに際して自分の観察・行

動・反応・感情・推量などを把握する訓練方法」というような題名である。 

 

Byram 氏の考えを共感しながら、言語能力というものは「知っていること」と「出来るこ

と」、また cognitive(認識)と affective(情意)の両側面の相互作用によるものだ、と強調した

い。「能力」を自転車に乗る行為、水泳、あるいはピアノなどで曲を弾くことと例えられ

ることがある。つまり、どんな知識があっても、最終的に人間の神経（人間の体全体）が

その場に応じて適切に反応しなければ、失敗してしまう。ちなみにいうと、日本の伝統的

教育において「体でものを覚える」ことが強調されていることはそれなりに理由がある。  

 

国際理解教育においては、一方では上で述べた「知識」と「認識」、他方では「感情」「情

意」と「動き」の相互作用とバランスを教育プロセスの枢軸にしなければならないと主張

したい。しかし、人と人が出会った場合（それがインターネットを通してでも）、「知っ

ていること」を「できる」レベルで発揮するより他ない。「できる」レベルというと、そ

こで能動的・生産的な面も受容的・共感的な面も機能していることを見逃してはならない。

言い換えれば、話す（あるいは書く）力があっても、相手が表現していることを適切なポ

ーズや体の動きで聞く（あるいは適切なスピードなどで読む）能力も必要で、そのうえに

さらにものを解釈する技能が加わる。 

 

もっと抽象的にいえば、異文化間コミュニケーションはただ片方の能力によるものではな

く、両側の知識と認識、感情と情意によって作り出される共有の知識と行動パターン

（shared knowledge and shared techniques）によって成立するものである。そのため、

異文化間コミュニケーションというものは、一方的な going native（その文化の人のように

なる）ことでもなければ、既存している言語行動パターンのただの応用でもない。まさに、

その場その場で知識と感情を兼ねて接点を模索する力量は言語能力の本質であるといえる。 

 

コミュニケーションの相手は個人 

 

言語能力を生かしながら同時にそれを鍛錬させるためには、「日本文化」「ドイツ文化」

などのような「文化的特徴」に関する知識は必ずしも役に立つとはかぎらない。というの

は、相手は抽象的な「文化」ではなく、個人であり、生きている人間である。人間の成長

においてミメシス（模倣）が重要な役割を果たしているので、個々人のアイデンティティ

ーは帰属している、あるいは帰属したいグループの共有の価値観や行動パターンによって
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構築される部分が少なくない。しかし、「個人」というものはそれらの部分に対して必ず

主観的な考えや感情を持っている。従って、言語能力というものは、漠然とした「文化」

とのコミュニケーション能力ではなく、主観性のある個々人と接する手段である。逆の観

点から考えると、言語習得は、特定の地域の中で生きている個々人の個性とそれによるさ

まざまな論争、対立や変化に興味がなければ、ほとんど無意味になってしまう。  

 

別の言い方をすると、言語能力はマイクロ・レベルで生かすもので、マイクロ・レベルで

練磨するものであり、個人の主観性によって形成される未知の世界へアプローチする技能

のことを意味しており、帰納的学習能力でもあるといえる。 

 

マイクロ・レベルを把握する重要性は、政治・経済・教育などの専門家の議論において痛

切に感じられる。多くの場合、その議論は国と国の比較を中心に行われ、「日本は。。。」「ド

イツは。。。」「アメリカは。。。」といった具合で国の内部の多様性や流動性、また個々人の所

見と実感を無視する傾向がある。なお、抽象的な「国」と具体的な「個人」の関係のあり

ようを視野に入れなければ、政治・経済・教育などの長期的発展の可能性、方向性や限界

について判断できるはずはないと思う。「国」やその制度・施設・規定・歴史などに対して、

個々人がどのように考えているか、潜在的にどのようなイメージをもっているか、またど

のような自己発達の可能性を感じているか、といったことは国際的な比較に焦点を合わせ

るデータや統計からどれほど読み取れるかということは疑問であろう。 

 

個々人の「世界」を解明するキーワード 

 

１．帰属意識 

国際性が非常に高い西ヨーロッパ諸国では、国際理解教育に関する議論はさまざまな方面

に展開してきた。そのなかでは支配文化への適応、生まれ育った国や地域に起因する問題、

また社会層、教育水準、宗教や価値観などによる違いについての討論はあとを絶たない。

ここではまず、自分の国、スイスについて触れたいと思う。 

 

スイスの人口のうち外国人の割合は２１％ぐらいとなっている。ただし、外国人として生

まれて、現在公民権を持っている人の数が比較的に高く、また国内生まれの外国人、ある

いは国内で教育を受けた外国人の数も高い。この複雑な事情を背景にスイスにおける国際

理解教育は多種多様である。その一環として、最近、Zürich 美術大学が映画を作って、そ

の中で１１歳から１３歳の外国人子供の教育現場を紹介している。その映画から一人ひと

りの子供の言語能力の違いや、それに関連して、教育者側に要求される言語能力や理解力

がいかに大変かということが察せられる。特に強調に値することは、子供がどの言語を使

用していても、感情の表し方は複雑だったという点である。殻に入った子供もいたし、情
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緒不安定で非常に攻撃的な子供もいた。ひとりの子供がいう、「自分の国に帰れない。帰

ったら、私が話している言葉（つまりスイスのドイツ語系の方言）が通じない。しかし、

死ぬために帰ってもいい。あっちは私のふるさと（「Heimat」）だから」。 

 

ここでキーワードとして、個々人の「世界」を形成する「ふるさと意識」あるいは「帰属

意識」が浮かび上がってくる。ドイツ語の「Heimat」は訳しにくい単語だが、「ふるさと」、

あるいは抽象的に「自分のアイデンティティーを決定的に形成した地域、国、あるいはグ

ループ、社会層、政党など」の意味を持っているのである。 

 

ここでその「Heimat」に関する一つの特徴を挙げたい。それは、帰属意識と風景の関係で

ある。自然環境はアイデンティティーを形成する重要な要因の一つであることはよく知ら

れている事実ではあるが、特に南ドイツやスイスなどでは、人の感情や帰属意識は主とし

て風景によるものであるといえるかもしれない。それは必ずしも当たり前のことではない。

たとえば、しきたりや伝統などが帰属意識を構築する主な要因となっていることもあり、

親族関係や系譜に基づいたアイデンティティーも、世界的に見て、重要である。ここで大

切な点は、「自己」というものはどのように継続的な次元の中にはめ込まれているか、ど

のように特定の教育伝統によって歴史的流れのなかに位置づけられているか、という問題

である。一人の個人を相手にしてコミュニケーションをしようとするとき、両側のそれぞ

れの歴史があるだけはなく、それぞれの帰属意識を保証する目的で維持されてきた宗教や

道徳の歴史もある。こういう意味で、スイスの道徳教育の出発点の一つとして１９世紀の

ロマン主義時代のキリスト教と、全能神が創造した美しい自然と風景が自分の努力によっ

て守るべきであるという道徳の影響が強く残っているといえる。このようにして、風景と

道徳の関係は「Heimat」、つまり帰属意識を形成すると同時に非常に排他的なかたちでう
．

ち
．
のもの（同じ風景の中で教育を受けたもの）と、異なった道徳観念を有するそと

．．
のもの

を区別する力も持っているので、異文化理解教育にとって破りにくい壁となっている。 

 

ちなみに、東アジアでは特に四季の移り変わりとその絶対的な規則性も、道徳教育に大き

な影響を与えてきたことも指摘できる。しかし、人間と自然の関係は、明治・大正時代の

キリスト教の影響がないわけでもないが、主に仏教や朱子学の道徳論によって解釈され、

社会と自己より神と自己の関係を強調するスイスのそれと大きく異なっている。 

 

２．国籍の認識 

もう一つのキーワードとして、個人の「世界」を形成する「国籍の認識」に触れたい。世

界的に人間の移動が急増しつつある現在、どこの国籍を持っているかということが極めて

重要で、国際コミュニケーションにおいて直ちにテーマとして出てくる。一昨年、日本人

留学生とドイツ語圏の研究者が共同ゼミナールを実施したとき、そのテーマをとりあげた。 
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同じドイツ語圏の旧西ドイツの人・旧東ドイツの人・またオーストリア人やスイス人の国

籍に関する考え方の違いはさておき、日本人学生はアイデンティティーと国籍の関係につ

いて次のように発言した。「日本にいて，『自分は日本人だ』と意識する事はほとんどない 

（。。。）日本にいる時は自分を『アジア人』と思った事ももちろんなかった。日本人は日本

人であって，アジア人ではない。今でもそういう気持ちのほうが強いけれど（。。。）（とこ

ろが）日本人はヨーロッパから見て『アジア人』に属すというのは分かる。しかし（。。。）

なんとなく見下されているような，差別されているような，そんな感じがする。（。。。）『ア

ジア料理を食べに行こう』と言って『寿司』を連想するひとはゼロだと思う。」といった。 

 

アイデンティティーは相対的なものであるということを日本人留学生の次のような考えか

ら察することができる。「ヨーロッパの人が思うアジアの範囲と日本人が思うアジアの範

囲はおそらく大きく違うのではないだろうか（。。。）日本人がアジアと聞いて連想する国は、

それほど大きな範囲ではないように思う（。。。）（私は）日本人を実感することもあると思

う。しかも『日本人』っていってもいろんな人がいるんやし、ドイツにいるから『日本人』

って思うこといっぱいあると思うけど、日本にいたらそれが『日本人』の区切りじゃなく

て『関西人』とか『京都人』とかになって、ゆくゆくは『私』ってゆう一人の人にいきつ

くんやと思う。」といった。 

 

この意見が示しているように、どこで誰の前でどんなアイデンティティーをとるかによっ

て「自分」というものに変わる面が出てくる。相手を個人として認識するためにそのアイ

デンティティーの柔軟性を正確に把握して、それに基づいて自分の言語能力を生かすこと

によって個人の主観性、つまりマイクロ・レベルに焦点を合わせる必要がある。 

 

３．感情表現と自己認識 

帰属意識は、無防備に対する恐れとして、基本的感情の範疇に入るだろう。人間の感情に

ついて理解するということは言語能力に不可欠で、反対に、せっかく言語能力を身につけ

ていれば、人間とその感情と主観性に焦点を合わせないと自分の特技を捨てることになる

といえよう。そう考えて、ドイツ、あるいはスイスで行ってきたヨーロッパ人と日本人の

共同ゼミナールでは、さまざまな観点から「感情」をテーマにした。 

 

「世の中の出来事」に対して必ず個人の感情的反応がある。その感情には個人の性格の面

はあるが、個人を囲む社会のルールも反映されている。その一例は「怒り」である。日本

人留学生に怒りについて聞いたら、「迷惑」あるいは「子供っぽい」「人間ができていな

い」のような答えが多かった。それに近い意見を持つドイツ人もいた。とこらが一人スイ

ス人や一人イタリア人は、怒っていることを見せないと自分に強い意志がなく、社会に対
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して責任感がないと思われる恐れを感じ、怒りを示す重要性を指摘した。 

 

「怒るタイミングが違う」と留学生に言われることが多い。個人の感情と社会のルールの

相互関係の観点から考えれば、「怒る」ことの目的の一つとして、人を社会のルールに順

応させることが挙げられる。この点において、上述したように、怒りは個人差を越えてあ

る集団の基準と価値観を表現している。しかし、怒りの構造はまだよく理解されていない

ようである。あることはいつなぜ気になるか、怒る側はいつなぜ特定の怒り方を選ぶか（怒

鳴ったり、叫んだり、ぶったり、皮肉っぽいことを言ったり、冷たくさせたりなどして）、

また、怒りはプレッシャーに対する反応だとすればそのプレッシャーはそれぞれの社会の

どこにあるか、などのようなことがまだ明らかにされていない。そのため、留学生が恐ろ

しく感じる日本とドイツでの「怒るタイミングの違い」についてまだ説明できない。 

 

もう一つの、無防備の認識に関する感情を共同ゼミナールで扱った。それは、「不安」と

いう感情で、とくに暗闇に対する不安と信念や宗教との関係について意見を交換した。そ

の際、地方と都会、両親の仕事、兄弟の数、また住む家の構造などによって「不安」の感

じ方と解消のしかたが大きく違っていたことが分かった。たとえば、日本の古い家屋で「川

の字」の形で家族と一緒に寝た経験のある人は、ヨーロッパの学生ほど不安を感じたこと

がないと述べた。それに対して、都会の若い日本人の間、親の帰りが遅いなどの理由で、

不安を感じる人が少なくなかった。 

 

不安の話を少しずつ展開させて、必然的に「誰が守ってくれるか」というテーマが出て、

宗教、あるいは「あの世」のことを話題にした。キリスト教の神様、あるいはイエス様の

ような全能神が自分を守ってくれると考えていた日本人一人はいたが、ご先祖様が守って

くれると考える日本人が多かったことに皆が驚いた。仏壇の前で亡くなったおばあさんと

相談する人もいた。仏教のことを知らないヨーロッパの人が、キリスト教ではイエスが守

ってくれれば、仏教では、ほとけ様が守ってくれるのではないかと思っていたが、それに

対して日本人は「いいえ、ほとけ様がわたしを守ることができない。守ってくれるのはご

先祖様だ」と答えた。また、全能神が自分を守ってくれれば、人間社会においてあまり恥

を感じることなく、人間関係にあまり左右されないと主張したヨーロッパの学生もいて、

自己認識による感情と社会の一員として行動パターンの関係を明らかにした。 

 

４．社会認識とタブー  

不安や恐れを惹き起こす要因の一つはタブーである。タブーというものはグループのアイ

デンティティーを保証する重要な要素で、タブーが破られてしまうと、そのグループが安

心できる生活の枠組みが危険にさらされていることを感じる。 

 



 7 

ヨーロッパ社会のグループとグループ、地域と地域、あるいは世代間の対立のありようを

認識すると宗教に基づくタブーが目立つ。つまり、ほぼ絶対的な権威を持っていたキリス

ト教教会と全能神信仰にまつわるタブーが利かなくなると、社会の多様性が、一人ひとり

がコントロールできなくなるほど急激に進展してしまう。従って、タブーを否定するグル

ープと遵奉するクループの間の対立が激しくなる。異文化間理解教育の一環として、特定

の文化のマイクロ・レベルで進展するタブーの否定と遵奉過程を把握できなければ、人の

感情が読み取りにくく、継続的にコミュニケーションを維持することが困難になる。 

 

ヨーロッパから見た日本社会のタブーは、「上下」というより「順番」を重んじるコミュ

ニケーションにまつわるものが多い。ドイツなどで伝統的な社会構造が存続しているとこ

ろについて大体同じことがいえる。しかし現在、激しい社会的変化が起きているところ、

それぞれの個人・家族・地域・社会層などのマイクロ・レベルで従来のコミュニケーショ

ン・パターンの継続性を守るタブーがなぜ、誰によってどのように破られていくかといっ

たことを理解する必要がある。また、タブー否定に対して、だれが、いつ、どのように抵

抗して、そして、個々人がタブーの否定とタブーの遵奉の間どの立場をとろうとするか、

ということを推量する必要があると思う。社会が大切にしてきたタブーを個々人が維持し

ようとするか否かによって、さまざまな対立は部分的に理解できるが、その対立のありよ

うこそは言語能力を以ってのみしか垣間見ることができない。 

 

５．身体観   

言語能力を越えて、コミュニケーション能力のもう一つの重要なテーマは異なった身体観、

つまり異なった身体としての自我像の出会いである。身体と言葉が互いを補完して、身体

ぬきのコミュニケーションはありえない。間接な形ではあるが、書かれた文章にも書き手

の身体観が現れる。また、人間が内化した身体像が、ポーズ、表情、動きなどによって、

尊敬、謙遜、真剣さ・喜び・恥・関心などの感情、あるいは日本の特徴といわれる「かわ

いい」にも、決定的な影響を与えているということを忘れてはならない。もっとも、異文

化間コミュニケーションにおいて感情の表現というより、感情の抑制と抑え方とその意味

は特別に注意を払うべき問題だとここで強調したい。 

 

もう一つ大切なポイントは、身体像とマイクロ・レベルとの相互関係である。というのは、

周辺のマイクロ・レベルを観察し模倣しながら自分の身体の容貌を形成するので、コミュ

ニケーションの場で、直ちにうち
．．

のものとそと
．．

のものの区別がついてしまう(Bourdieu: 

habitus)。現在でも、そのような「身体としての自分」についてまだ理解されていないとこ

ろが多く、一つの「国民性」を表す身体もあれば、普通は身体がずっとマイクロ・レベル

における宗教や宗派、地域性、世代郡などによるアイデンティティーを暗示する。 
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結論と展望 

 

この発表は「異文化理解に必要な言語能力とは何か」というテーマについて、関連してい

る二つの観点を中心に考慮してきた。 

１．何のための言語習得？ 

２．言語能力とは何か？  

 

「何のための言語習得？」言語習得は、世界の共通語である英語を勉強するとは意味が違

う。言語習得とは、（それは勿論英語圏の社会でもありうるが）特定の社会に焦点を合わ

せ、その中のプロセス、変化、変容、議論、個人と小集団、各小集団と地域社会、地域社

会と国などの相互関係を把握する手段であるものだと主張したい。言語習得の一番の目的

は、完全に予想も算定もできない、個人と個人差によって構築される場面においてまず判

断力、そして行為能力と感情面での接点づくりを展開させることにあろう。能動的な力量

（話し合い、インタビュー、メールなど）だけでなく、受容的な力量（傾聴力、観察力、

読解力、インターネットの情報処理など）を駆使し、共時的なアプローチと通時的なアプ

ローチを合わせて徐々に社会のマイクロ・レベルに入っていくことがその方法である。    

 

複雑な言語的・文化的背景を持つ人の数が急速に増えつつある現在、個人と集団の関係が

それなりに複雑で、コミュニケーションの場において個別のマイクロ・レベルにズームイ

ンできることが特別に重要な能力になってきていることをここで強調しておきたい。 

 

「言語能力とは何か？」言語習得はマイクロ・レベルへのズームインを可能とする前提だ

とすると、適合、応用、調節、判断など、「出来ること」は能力の問題で、またその「出

来ること」を適当な形式、スピード、感情など、運動神経によって遂行する、ということ

を言語能力の中心的要素として理解したい。個々人が自分自身について、あるいは自分の

「世界」についての知識はほとんど潜在的なものであるため、それを意識レベルまでもっ

てくることも言語能力獲得の一つの課題であるが、「知っていること」を「出来ること」

として生かせることによってしか言語能力は進展しない。 

 

言語能力は、手に取れるもの
．．

ではない。言語能力は継続的なプロセスではあるが、直線的

に進歩するものではない。しかし、言語能力はマイクロ・レベルにいる個々人の主体性へ

のアプローチを可能にする鍵であり、進展すればするほどフィードバックが得られる。こ

の発表では、言語能力を以ってアプローチする個人（あるいは個別な場面）を、文化人類

学の研究でよく論じられる５つの観点から考慮してきた。つまり、1.帰属意識、2.国籍の認

識、3.感情表現と自己認識（怒り、恐れなど）、4.社会認識とタブー、そして 5.身体観。 
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では、言語能力をどのように評価し、教育課程のなかで位置づければよいのか。原則とし

て、言語能力というものは、まだ理解していないこととの取り組みを可能にする力量とし

て位置づけなければならないと思う。また、言語能力の本質から考えて、継続的に変化す

る、相対的なものであると強調したい。従って、絶対的に「能力がある」と「能力がない」

という区別はつかない。学校、大学などでは、「もう何々語がいらない」「何々語なんか

役に立たない」あるいはドイツでよく耳にする「中国語に集中しなければならないから日

本語はもういらない」というような意見に抵抗が必要で、言語能力そのものの価値と役割

に注意をしなければならないと考えている。 

 

最後に、「異文化理解に必要な言語能力とは何か」について四つの答えを出したい。 

１．言語能力は「出来ること」で、人間の声を含めて身体と神経によって生まれるもので

ある。 

２．言語能力は、知力と感情が交互に機能している力量で、人と人の考えと行為を混ぜ合

わせることによる共有な見解を造る場面のなかで展開するものである。そこでのプロセス

を適切に評価する基準についてはまだ議論が続いている。 

３．言語能力は具体的な関心や個々人の「世界」の接点づくりによってできるものである。

そのため、必ず具体的なマイクロ・レベルを把握する必要があり、反対に、マイクロ・レ

ベルでの出会いが言語能力を促進する基盤であるといえる。このような能力は、「世界の

どこかで役に立つかもしれない英語」とは全く別のもので、概要的な情報や抽象的な統計

資料などを得る手段とは区別つけるべきである。この観点から、（少なくともヨーロッパ

の）学校・大学などの教科科目の再検討が望ましいと思う。「マイクロ・レベルの専門家

の涵養」などのように、言語能力獲得の目的を以前より明確にしなければならない時代が

きているといえよう。 

４．言語能力そのものに価値があり、人間教育の重要な基礎的要素である。そういう意味

で、ある特定の言語ではなく、どの言語における能力そのものを評価できる制度を（たと

えば成績・単位の互換性によって）さらに改良すべきだと思う。 

 



 10 

 

 



 11 

 

 


